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は じ め に
地球温暖化が進んでいます。その一番の原因は、石油や石炭といった化石燃料
を使うことにより、温室効果ガスを代表する二酸化炭素が大気中に増えているこ
とにあります。それに対して、二酸化炭素を吸収する森林が注目されています。
この冊子は、地球温暖化と森林の関係や、今行われている対策について、質問
と回答という形で分かりやすく解説しています。この冊子をきっかけに、美しく
豊かな森林が、同時に地球温暖化を抑える役割があること、そのために世界が動
いていることを知ってもらえればと思います。
（表紙写真）

地球温暖化による影響を受けることが予測
されているブナ林（写真①、
Ｑ２参照）
。

カンボジアの常緑林

農地開発のための伐採跡地

このような熱帯林の減少は地球温暖化の原因になっています（Ｑ８参照）
。
（①松井哲哉 氏、
②、
③大河内勇 氏

撮影）
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Q1
Q1

地球温暖化と森林にはどのような関係があるのですか？
۟Ⴓ༝ౙցἹೋἼὀἺἿὙἻЛἝἓἿἸἪἜƘ

森林は地球温暖化の影響を受けると同時に、地球温暖化に影響を与えるという
᳃ᯘࡣᆅ⌫ ᬮࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྠࠊᆅ⌫ ᬮᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺㛵ಀࡀ

関係があります。
࠶ࡾࡲࡍࠋ

森林の分布や成長は気温と降水量に大きく影響を受けます。温暖化に適応でき
᳃ᯘࡢศᕸࡸᡂ㛗ࡣẼ 㝆Ỉ㔞ࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡲࡍࠋ ᬮ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸✀

ない種類は、変化の適応した他の樹種や植物との競争に負け衰退していきます
㢮ࡣࠊኚࡢ㐺ᛂࡋࡓࡢᶞ✀ࡸ᳜≀ࡢ➇த㈇ࡅ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸦Q2 ཧ↷㸧
ࠋࡲ

（Q2 参照）
。また、マツノマダラカミキリなど低温下ではあまり活発に活動しな
ࡓࠊ࣐ࢶࣀ࣐ࢲ࣑ࣛ࢝࢟ࣜ࡞ప ୗ࡛ࡣ࠶ࡲࡾάⓎάືࡋ࡞࠸ᐖ➼ࡀẼ ୖ᪼

い病害虫等が気温上昇によって活動域を広げることや、温暖化に伴う集中豪雨に
ࡼࡗ࡚άືᇦࢆᗈࡆࡿࡇࡸࠊ ᬮక࠺㞟୰㞵ࡼࡾᒣᆅ⅏ᐖࡀ㢖Ⓨࡍࡿࡇ
より山地災害が頻発することが懸念されています
（
「温暖化から日本を守る適応へ
ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦
ࠕ ᬮࡽ᪥ᮏࢆᏲࡿ㐺ᛂࡢᣮᡓ 2012ࠖཧ↷㸧
ࠋ
の挑戦
2012」
参照）
。
࡛ࡣࠊ᳃ᯘࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᆅ⌫ ᬮᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽 ᆅ⌫ ᬮ地球
では、森林はどのようにして地球温暖化に影響を与えるのでしょうか？
ࡢࡁ࡞ཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊẼ୰࡛⇕ࢆ㛢ࡌ㎸ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ⃰ᗘࡀ㧗ࡃ
温暖化の大きな原因の一つとして、大気中で熱を閉じ込めてしまう温室効果ガス
࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡲࡍࠋࡑࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ୰࡛ࡣࠊ㓟Ⅳ⣲㸦CO2㸧ࡀ᭱ࡶࡁ
の濃度が高くなることがあげられます。その温室効果ガスの中では、二酸化炭素
2）
（CO
が最も大きな影響をもたらします。森林は光合成により大気中の
CO 2 を吸
࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋࡲࡍࠋ᳃ᯘࡣගྜᡂࡼࡾẼ୰ࡢ
CO2 ࢆ྾ࡋࠊⅣ⣲ࡋ࡚యෆ

収し、炭素として体内に長いあいだ貯えます。これにより、森林は大気中の炭素
㛗࠸࠶࠸ࡔ㈓࠼ࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᳃ᯘࡣẼ୰ࡢⅣ⣲ࢆῶࡽࡋ ᬮࢆᢚ࠼ࡿᙺ┠ࢆ
を減らし温暖化を抑える役目を持っているのです
（Q3, 4 参照）
。
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ㸦Q3, 4 ཧ↷㸧
ࠋ
2 濃度の増加の 8 割以上は、石油・石炭といった化石燃料の
さて、大気中の
CO
ࡉ࡚ࠊẼ୰ࡢ CO
2 ⃰ᗘࡢቑຍࡢ 8 ௨ୖࡣࠊ▼Ἔ࣭▼Ⅳ࠸ࡗࡓ▼⇞ᩱࡢ⏝

使用とセメント生産によるものです。これらは、地球の長い歴史の中で地中に貯
ࢭ࣓ࣥࢺ⏕⏘ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡣࠊᆅ⌫ࡢ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ᆅ୰㈓࠼ࡽࢀࡓⅣ⣲
えられた炭素を、CO 2 の形で大気中に排出してしまいます。その次に大きな原因
ࢆࠊCO2 ࡢᙧ࡛Ẽ୰ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢḟࡁ࡞ཎᅉࡀࠊⓎᒎ㏵ୖᅜ࡛ࡢ

が、発展途上国での森林減少による排出です。木を切って、燃やしたり腐らせた
᳃ᯘῶᑡࡼࡿฟ࡛ࡍࠋᮌࢆษࡗ࡚ࠊ⇞ࡸࡋࡓࡾ⭉ࡽࡏࡓࡾࡍࡿ CO2 ࡀฟࡉࢀࡲ

りすると CO 2 が排出されます。つまり、森林は温暖化を抑える役目を持っている
ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ᳃ᯘࡣ ᬮࢆᢚ࠼ࡿᙺ┠ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡣ㏵ୖᅜ࡛ࡢ᳃ᯘ

ものの、実際には途上国での森林減少という人間の行為により地球温暖化を加速
ῶᑡ࠸࠺ே㛫ࡢ⾜Ⅽࡼࡾᆅ⌫ ᬮࢆຍ㏿ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

させているのです。
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地球温暖化と森林関係
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࡛ࡣࠊ᳃ᯘࡘ࠸࡚ࢇ࡞ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡁ࡛ࡋࡻ࠺㸽 ࡲࡎࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ᳃ᯘῶ

では、森林についてどんな対策を行うべきでしょうか？ まず、発展途上国の
ᑡࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊREDD ࣉࣛࢫ࠸࠺᪂ࡋ࠸⤌ࡳࡀ᳨ウࡉࢀ࡚

森林減少を抑えることが大切です。そのため、REDD プラスという新しい仕組み
࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ᳃ᯘῶᑡࡸຎࢆ㜵ࡂࠊCO2 ࡢฟࢆᢚไࡍࢀࡤࠊ㈨㔠ࡀᚓࡽࢀࡿ

が検討されています。これは、森林減少や劣化を防ぎ、CO 2 の排出を抑制すれば、
࠸࠺ᅜ㝿ⓗ࡞⤌ࡳ࡛ࡍ㸦Q7, 8 ཧ↷㸧
ࠋࡲࡓࠊࡍ࡛᳃ᯘῶᑡࡀ㐍ࢇࡔᅜ࡛ࡣࠊ᪂ࡓ

資金が得られるという国際的な仕組みです
（Q7, 8 参照）
。また、すでに森林減少
᳃ᯘࢆቑࡸࡍࡇࡣษ࡛࠶ࡾࠊ᳜ᯘࡣ㔜せ࡞ᑐ⟇࡛ࡍࠋ
が進んだ国では、新たに森林を増やすことは大切であり、植林は重要な対策です。
᪥ᮏࢆྵࡵࡓඛ㐍ᅜ࡛ࡣ᳃ᯘῶᑡࡣవࡾぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋ᪥ᮏࡢ᳃ᯘࡢ㠃✚ࡣࡇࡢ༙ୡ
日本を含めた先進国では森林減少は余り見られません。日本の森林の面積はこ
⣖ኚࢃࡽࡎࠊCO2 ࢆ྾ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡣᐖⅆ⅏ࡼࡾ᳃ᯘࡣ
2 を吸収し続けています。しかし、カナダでは虫害と火災
の半世紀変わらず、CO
CO2 ࢆ྾ࡍࡿ≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺ࠊ᳃ᯘ
CO2 ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊඛ㐍ᅜ࡛ࡣ
により森林は
CO 2 を排出しています。つまり、先進国では
CO 2 を吸収する状態
ࢆ㐺ษ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋேᕤᯘࡀᡂ⇍ᮇࢆࡴ࠼ࡓ᪥ᮏ࡛ࡣࠊఆ᥇ࡋⱝ࠸᳃
を維持するよう、森林を適切に管理することが大切です。人工林が成熟期をむか

えた日本では、伐採し若い森林に更新することが効果的です。
ᯘ᭦᪂ࡍࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛ࡍࠋ
さらに、森林から生まれた木材を上手に利用することが重要です。炭素を貯え
ࡉࡽࠊ᳃ᯘࡽ⏕ࡲࢀࡓᮌᮦࢆୖᡭ⏝ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋⅣ⣲ࢆ㈓࠼࡚࠸ࡿ
ている木造住宅や木製家具を増やすことは、社会の中に炭素を貯えて大気中の炭
ᮌ㐀ఫᏯࡸᮌ〇ᐙලࢆቑࡸࡍࡇࡣࠊ♫ࡢ୰Ⅳ⣲ࢆ㈓࠼࡚Ẽ୰ࡢⅣ⣲ቑຍࢆᢚ࠼
素増加を抑えます。鉄やアルミなどの代わりに木材を使うことにより、製造時の
ࡲࡍࠋ㕲ࡸ࣑ࣝ࡞ࡢ௦ࢃࡾᮌᮦࢆ࠺ࡇࡼࡾࠊ〇㐀ࡢࡁ࡞▼⇞ᩱࡢᾘ
大きな化石燃料の消費を抑えることができます。また、使い終わった木材を燃や
㈝ࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠸⤊ࢃࡗࡓᮌᮦࢆ⇞ࡸࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏕ࡳฟࡏ
してエネルギーを生み出せば、温暖化の原因となる化石燃料を節約できます。
ࡤࠊ ᬮࡢཎᅉ࡞ࡿ▼⇞ᩱࢆ⠇⣙࡛ࡁࡲࡍࠋ

このように、持続可能な森林経営による森林の CO 2 の吸収と、木材利用による
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⤒Ⴀࡼࡿ᳃ᯘࡢ CO2 ࡢ྾ࠊᮌᮦ⏝ࡼࡿ CO2 ࡢ

CO 2 の排出削減の組合せが、温暖化対策として重要であることが分かります。
ฟ๐ῶࡢ⤌ྜࡏࡀࠊ ᬮᑐ⟇ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡾࡲࡍࠋ
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森林分野の緩和策
ཧ⪃ᩥ⊩
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Q2

地球温暖化は森林にどのような影響をもたらすのですか？

温度や降水量で樹種の分布が決まり、森林のタイプが異なる事はよく知られて
います
（Kira 1977）
。そのため、温暖化は気温の上昇、降水量の変化、積雪量の
減少などの気候条件の変化をまねき、長期的には、森林に生育する様々な樹種の
分布が変化すると予想されます。そこで、統計学的な手法を用いて、森林の各樹
種の生育可能な地域
（潜在生育域）
の変化を予測しました
（田中ほか 2014）
。
例えば、ブナは、北海道南西部から九州の山地上部
（冷温帯）
に分布します
（表紙
写真）
。いろいろな将来気候シナリオで計算すると、ブナの潜在生育域は、現在約
10 万㎢ですが、2081〜2100 年には、12 万〜2.7 万㎢に変化すると予測されます。
温暖化に伴い、北海道の潜在生育域は拡大しますが、本州太平洋側から西日本で
はほとんど消滅するので、この地域のブナ個体群は脆弱であると推定されます。
一方、九州から東北の温暖な地域
（暖温帯）
から常緑広葉樹林の北限まで分布す
る常緑広葉樹のアカガシは、冬期の気温によって分布が制限されることがわかっ
ています。いろいろな将来気候シナリオで計算すると、アカガシの潜在生育域は
現在の約 15 万㎢に比べ、2081〜2100 年には、温暖化によって 16 万〜17 万㎢
に増加すると予測されます。しかし、実際には、樹木の移動速度は遅く、生育す
る自然林が都市・農地・人工林・水域で分断され移動できない場所も多いため、
アカガシの分布拡大速度は温暖化に伴う潜在生育域の移動速度より遅いと考えら
れます。
高山帯で優占するハイマツの潜在生育域は、現在の 5 万㎢に比べ、将来気候シ
ナリオでは、500〜8,500 ㎢に激減します。潜在生育域の消滅する東北地方では
絶滅する可能性もあります。しかし、中部地方と北海道の高山帯には潜在生育域
が多少残り、これらの地域はハイマツにとって温暖化からの逃げ場所
（逃避地）
と
なる可能性があります。
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地球温暖化が日本を含む東アジアの自然植生に及ぼす影響の定量的評
価．
茨城大学 地球変動適応科学研究機関
（ICAS）
、
独立行政法人 国立環境研究所
（編）
地球温暖化
「日本
への影響」
−新たなシナリオに基づく総合的影響予測と適応策−, 7-8
（http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317-3.pdf）
Kira T. (1977). Forest vegetation of Japan. In: Primary Productivity of Japanese Forests
-Productivity of Terrestrial Communities- (eds. Shidei T & Kira T). University of Tokyo Press,
Tokyo, pp. 1-9.
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現在

地球の平均気温が
3.7℃上昇した場合

ブナ

アカガシ

ハイマツ

潜在生育域

図

不確実性を伴う潜在生育域

現在の気候と3.7℃上昇シナリオで予測したブナ、
アカガシ、
ハイマツの2081〜2100年の
潜在生育域

冷涼な地域を好むブナは、
本州太平洋側や西日本で脆弱になります。
温暖な場所を好むアカガシについては、
潜在生育域は全国に広がります。
寒い地域を好むハイマツについては、
潜在生育域は本州では中部山岳域しか残りません。

4

Q3

森林によって二酸化炭素吸収量は違うのですか？
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2）
ųŬCŷĴ?ŻŤ-°ÛĴ*<>ǒƇ, ɀÇƣǥɢCO2（CO
ɣCßÓ%
5
森林を構成する樹木は、光合成により、空気中の二酸化炭素
を吸収して
2 の量は、森
いますが、その量は樹種により、森林タイプにより異なります。CO
,Ƀ-ŻǏ*<>ųŬVGf*<>Ƽ)>5CO2 ,Ƀ-ųŬ,ǣyŽ

林の純一次生産量として表すことができます。純一次生産量は、ある期間内に光
ƴƵɃ'%ȋ'&5ǣyŽƴƵɃ-?ţɊ³*°ÛĴ&ƴƵ@
合成で生産された葉や幹などの有機物量と同時期に枯死した有機物量を足し合わ
ȃ:Ğ)(,šżƬɃ'ÜŚţ*ŰƁšżƬɃCȪÛB%Ɖ85ǣyŽƴ
せて求めます。純一次生産量の単位は、1
年間炭素トン/
ha で表されますが、
ƵɃ,Í-1 ĝɊƣǥ[v/ha &ȋ@5CO
2 'ƣǥ,¹ĂɃ,ƅɢ44/12ɣ
2 と炭素の分子量の比
COCŃ?'&
（44/12）
を掛けることで CO 2 量に換算することができ
CO Ƀ*Ňǘ?'&5ɢp12 ƶțȓȜ ÑƧɣ
2

ます
（p12 用語解説 参照）
。

ƹ,Ÿ)ųŬVGf,ǣyŽƴƵɃC5'8õà&-1 ĝĦ> 0.416 ƣǥ

世界の様々な森林タイプの純一次生産量をまとめた報告では、1 年当たり 0.4〜
[v/ha ,¦CÔ>ɢKloeppel et al 2007ɣ,Ƀ-ƇƘƈ¹Ũ°)(,Ƴ÷ȏ

16 炭素トン/ ha の値を取り（Kloeppel et al 2007）
、その量は気温、水分条件、
è&ýƼ)>5@- CO2 *Ňǘ?' 1 ĝ& 1.559 CO2 [v/ha *)>5

光などの環境要因で大きく異なります。これは CO 2 に換算すると 1 年で 1.5〜59
|é-ųŬǯÛǆǑĶȞűȚɝî,ZxVCƶ

%ÿRgqE,ÈœK

CO 2 トン/ ha になります。下図は森林総合研究所が調査した試験地のデータを用
pjYŬ

=ƩęŬ5&Ÿ)ųŬ&,î{Ⱦ,ǣyŽƴƵɃCƅȫ9,&ɢ

いて、中央シベリアの北方カラマツ林から熱帯林まで、様々な森林での地上部の
Ȇ3  2014ɣyǾ*ǣyŽƴƵɃ-ɞǳģ3(ȩȹò*?ƩęŬ&-ɞ)
純一次生産量を比較したものです
（佐藤ほか 2014）
。一般に純一次生産量は高緯

?ªÝ*>5ŕť,ųŬ&9Èƒȹ,ɅȃŻŬ<>9Ȏŕť*¹Ę?ƧȃŻ
度ほど低く、赤道域にある熱帯林では高くなる傾向にあります。日本の森林でも、
Ŭ,œɞ ǣyŽƴƵɃCǈ55ǣyŽƴƵɃ-ƄĝÜ¦&-)ĝ
北海道の針葉樹林よりも西日本に分布する照葉樹林の方が高い純一次生産量を示
*<>úÅơƢ:×ɛ)(*<>úÅ,ěý)?'Ǆ=@% 5
します。また、純一次生産量は毎年同じ値ではなく、年により変動し、火災や台

風などにより変動の幅が大きくなることが知られています。
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異なる森林タイプの地上部純一次生産量の比較
     図
© ćBPçå_VfDsŁĚrêāĂņDëĹ





試験地の緯度は右に行くほど低くなり、赤道に近くなる。
黒丸は最大値、
試験地の緯度は右に行くほど低くなり、
赤道に近くなる。
黒丸は最大値、
白丸は最小値をそれぞれ表す

白丸は最小値をそれぞれ表す

5

北方カラマツ林（ロシア）
北方カラマツ林（ロシア）

暖温帯照葉樹林（日本）
暖温帯照葉樹林（日本）

熱帯季節林（タイ）
熱帯季節林（タイ）

熱帯湿地林（タイ）
熱帯湿地林（タイ）

熱帯降雨林（マレーシア）
熱帯降雨林（マレーシア）
ཧ⪃ᩥ⊩
参考文献

Kloppel
et al.㸦2007㸧Principal
and Standards
for Measuring
Primary
Production.
Kloppel
et al.（2007）Principal
and Standards
for Measuring
Primary
Production.
OxfordOxford
University
University
Press,
63-81
Press, 63-81
బ⸨ಖ㸦2014㸧᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤᖹᡂ 26 ᖺᗘ∧◊✲ᡂᯝ㑅㞟㸬32-33
佐藤保ほか
（2014）
森林総合研究所平成 26 年度版研究成果選集．32-33

-66
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森林はどれくらい二酸化炭素を吸収しているのですか？

᳃ᯘࡣගྜᡂࡼࡗ࡚Ẽ୰ࡢ㓟Ⅳ⣲㸦CO2㸧ࢆᅛᐃࡋࡲࡍࠋࢃࡀᅜࡢ᳃ᯘࡣ 1
ᖺ㛫
0.7 ൨ࢺࣥࡢ CO2㸦Ⅳ⣲㔞⟬࡛ 0.2 ൨ࢺࣥ㸧ࢆ྾ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀᑐࡋ
森林は光合成によって大気中の二酸化炭素
（CO 2）
を固定します。わが国の森林
2CO2 ࢆฟࡋࡲࡍ㸦
0.2 ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜ࢜ࣇ
億トン）
を吸収しています。それ
は
1 年間に 0.7 億トンの
CO（炭素量換算で
▼⇞ᩱ➼ࡢ⏝࡛
12 ൨ࢺࣥࡶࡢ
2 を排出します
（温室効果ガスイン
に対し化石燃料等の使用で
12
億トンもの
CO
ࢫ 2014㸧
ࠋ᳃ᯘࡼࡿ CO2 ࡢ྾㔞ࡣฟ㔞ᑐࡋ࡚ 6㸣⛬ᗘᑡ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊ᳃ᯘࡣ
ベントリオフィス 2014）
。森林による CO 2 の吸収量は排出量に対して 6％程度と
Ⅳ⣲ࢆ㔞㛗ᮇ㛫㈓ࡵ࡚࠾ࡃᵝࠎ࡞⤌ࡳࢆᣢࡕࠊẼ୰ࡢ CO2 ࢆㄪᩚࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢ
少ないですが、森林は炭素を大量に長期間貯めておく様々な仕組みを持ち、大気
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
中の CO 2 を調整する機能を持っています。
᳃ᯘ࡛ࡣᯤࢀࡓᮌࢆࡼࡃぢࡅࡲࡍࡀࠊࡇࡢᯤṚᮌࡶⅣ⣲ࡢ㈓ⶶࡢᙺࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
森林では枯れた木をよく見かけますが、この枯死木も炭素の貯蔵の役割をして
ᯘᗋሁ✚ࡋࡓⴠⴥࡸⴠᯞ㸦ࣜࢱ࣮ࡼࡪ㸧ࡶⅣ⣲ࢆ࠼ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ
います。林床に堆積した落葉や落枝
（リターとよぶ）
も炭素を蓄える機能を持って
います。さらに土壌にも多くの有機物が含まれています。森林を対象とした最近
ᅵተࡶከࡃࡢ᭷ᶵ≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᳃ᯘࢆᑐ㇟ࡋࡓ᭱㏆ࡢㄪᰝࡽࠊᅜࡢ
の調査から、全国の森林の枯死木、林床のリター、土壌
（深さ
30 cm まで）
に、そ
᳃ᯘࡢᯤṚᮌࠊᯘᗋࡢࣜࢱ࣮ࠊᅵተ㸦῝ࡉ 30 cm ࡲ࡛㸧ࠊࡑࢀࡒࢀ
1.1ࠊ1.2ࠊ17
൨ࢺ
れぞれ 1.1、1.2、17 億トンの炭素が存在することが明らかになっています
（金子
ࣥࡢⅣ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦㔠Ꮚ 2013㸧
ࠋᅜ㝿㐃ྜ㣗⣊㎰ᴗ
ほか 2013）
。国際連合食糧農業機関 (FAO) によれば、わが国の森林では生きて
ᶵ㛵(FAO)ࡼࢀࡤࠊࢃࡀᅜࡢ᳃ᯘ࡛ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡿᶞᮌయ㸦ᖿࠊᯞⴥࠊ᰿ࢆྵࡴ⏕యࣂ
いる樹木全体
（幹、枝葉、根を含む生体バイオマス）
の炭素量が 15 億トンである
࣐࢜ࢫ㸧ࡢⅣ⣲㔞ࡀ 15 ൨ࢺ࡛ࣥ࠶ࡿࡇࡽࠊ᳃ᯘయ࡛ࡣࠊ35 ൨ࢺࣥࡶࡢⅣ⣲㸦CO2
が蓄積さ
ことから、森林全体では、35
億トンもの炭素
（CO 2 換算で 128 億トン）
⟬࡛ 128 （図
൨ࢺࣥ㸧ࡀ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᅗ
1㸧
ࠋࡇࢀࡣࠊᖺ㛫ฟ㔞ࡢ
10 ಸࡶཬࡧ
れています
1）
。これは、年間排出量の
10 倍にも及びます。このうち、枯死木
ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᯤṚᮌࡣศゎࡉࢀࡃ࠸ࡓࡵࠊⅣ⣲ࢆ㛗࠸㛫࠼࡚࠾ࡃാࡁࡀ࠶ࡾࡲ
は分解されにくいため、炭素を長い間蓄えておく働きがあります。土壌中の有機
物は粘土粒子と結びついてさらに分解されにくくなり、炭素は数千年以上にわた
ࡍࠋᅵተ୰ࡢ᭷ᶵ≀ࡣ⢓ᅵ⢏Ꮚ⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡉࡽศゎࡉࢀࡃࡃ࡞ࡾࠊⅣ⣲ࡣᩘ༓ᖺ
り、土壌中に留まります
（図 2）
。このように森林は
CO 2 を大量にかつ長期間蓄え
௨ୖࢃࡓࡾࠊᅵተ୰␃ࡲࡾࡲࡍ㸦ᅗ 2㸧
ࠋࡇࡢࡼ࠺᳃ᯘࡣ CO2 ࢆ㔞ࡘ㛗ᮇ㛫
ておくことから、地球温暖化を防止するうえで重要な働きをしています。

࠼࡚࠾ࡃࡇࡽࠊᆅ⌫ ᬮࢆ㜵Ṇࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ⴠⴥⴠᯞ
(䝸䝍䞊)
123

ᯤṚᮌ105

⏕య
䝞䜲䜸䝬䝇
1526

ᅵተ
1742

1 ಙἿೋἿ࿔Ꭲᘘኟ᧺
図1 ۈ日本の森林の炭素蓄積量
ế֢ϫẮҒ
࿔ᎢᾌᾷỀ
（単位
：百万 炭素トン）

ۈ
2 ۚݐἼᡧἙὝἰ࿔Ꭲ
図2
土壌に貯えられた炭素
土壌の表層の黒い部分に多くの
土壌の表層の黒い部分に多くの
炭素が貯えられている
炭素が貯えられている

参考文献
ཧ⪃ᩥ⊩

ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜ࢜ࣇࢫ㸦2014㸧᪥ᮏᅜ
ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜሗ࿌᭩㸬2014
4月
温室効果ガスインベントリオフィス
（2014）
日本国温室効果ガスインベントリ報告書．2014
年ᖺ
4᭶
金子真司ほか
（2013）
森林総合研究所平成 25 年度成果選集．30-31
㔠Ꮚ┿ྖ㸦2013㸧᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤᖹᡂ 25 ᖺᗘᡂᯝ㑅㞟㸬30-31
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ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ๐ῶ┠ᶆࡢᅜ㝿ⓗ࡞⣙᮰࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢி
京都議定書報告では森林の二酸化炭素吸収量はどう取り扱われたのですか？
Q5ி㒔㆟ᐃ᭩ࡣࠊඛ㐍ᅜࡢ
㒔㆟ᐃ᭩ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶ┠ᶆࡣࠊ➨୍⣙᮰ᮇ㛫࡛࠶ࡿ 2008㹼2012 ᖺ࠾࠸࡚ࠊᇶ

‽ᖺ㸦1990 ᖺ㸧ẚ㍑ࡋ࡚ 6%๐ῶ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ⣙᮰ᮇ㛫ෆࡣࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙ
京都議定書は、先進国の温室効果ガスの排出削減目標の国際的な約束です。日

本の京都議定書の温室効果ガス削減目標は、第一約束期間である
2008〜2012 年
ࢵࢡࡼࡿἣࡸཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢṆక࠺ⅆຊⓎ㟁ࡢቑຍ࠸࠺ணእࡢฟ᮶ࡶ࠶
において、基準年
（1990 年）
と比較して 6% 削減というものでした。約束期間内に
ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᨻᗓࠊ⏘ᴗ⏺ࠊᅜẸࡀ୍య࡞ࡗࡓດຊࡼࡾࡇࡢ๐ῶ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀࡲ

は、リーマンショックによる不況や原子力発電所の停止に伴う火力発電の増加と
ࡋࡓࠋ
いう予想外の出来事もありましたが、政府、産業界、国民が一体となった努力に

よりこの削減目標は達成されました。
ࡇࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡣ᳃ᯘࡢ㓟Ⅳ⣲㸦CO2㸧྾㔞ࡀࡁ࡞ᙺࢆᢸ࠸ࡲࡋࡓࠋ⟬ᐃ
この目標達成には森林の二酸化炭素
（CO 2）
吸収量が大きな役割を担いました。
࣮࡛ࣝࣝࡣࠊᇶ‽ᖺ௨㝆᪂ࡓసࡽࢀࡓ᳃ᯘࠊ㛫ఆ࡞ࡢ᳃ᯘᴗࡀ࡞ࡉࢀࡓ᳃ᯘ

算定ルールでは、基準年以降に新たに作られた森林と、間伐などの森林施業がな
㝈ࡾࠊࡑࡢ྾㔞ࢆ┠ᶆ㐩ᡂ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ᳃ᯘᴗࡀ࡞ࡉࢀ

された森林に限り、その吸収量を目標達成に利用することができます。ただし、
ࡓ᳃ᯘࡢ྾㔞ࡣࠊᇶ‽ᖺࡢฟ㔞ᑐࡋᖺᙜࡓࡾ 1300 Ⅳ⣲ࢺࣥ*㸦ᇶ‽ᖺฟ㔞ࡢ
森林施業がなされた森林の吸収量は、基準年の排出量に対し年当たり
1300 万炭
*
素トン
（基準年排出量の
3.8%）
が利用上限です。それを最大限確保するため、林
3.8%㸧ࡀ⏝ୖ㝈࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ᭱㝈☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᯘ㔝ᗇࡣ㛫ఆಁ㐍➼ࡢ
ᬮᑐ⟇

野庁は間伐促進等の温暖化対策を進めました
（図）
。その結果、森林施業がなされ
ࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓ㸦ᅗ㸧
ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᳃ᯘᴗࡀ࡞ࡉࢀࡓ᳃ᯘࡢྜࡑࢀࡼࡿ྾㔞ࡀẖ

た森林の割合とそれによる吸収量が毎年増加し、第一約束期間の平均で吸収量は
ᖺቑຍࡋࠊ
➨୍⣙᮰ᮇ㛫ࡢᖹᆒ࡛྾㔞ࡣ 1316 Ⅳ⣲ࢺࣥ࡞ࡾࠊୖ㝈㐩ࡍࡿࡇࡀ
1316
万炭素トンとなり、上限に達することができました。
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

＊炭素トンと
トンとの関係は
p.12
を参照のこと。
㸨Ⅳ⣲ࢺࣥCO
CO22 ࢺࣥࡢ㛵ಀࡣ
p.12
ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

各年の棒全体の高さは
各年の棒全体の高さは
森林による吸収量全体
森林による吸収量全体
を、青色部分は京都議
を、
青色部分は京都議定

定書の目標達成に利用
書の目標達成に利用可
可能な吸収量を表して
能な吸収量を表してい
います。
ます。
約束期間の 5 年間の平
約束期間の 5 年間の平
均は年当たり 1316 万
均は年当たり 1316 万炭
炭素トンと、利用上限
素トンと、
利用上限値に
値に達しました。
達しました。

ۈ図Ϋᧀᠪࠪ౼ዶ͜᎓ರಓế2008Ǘ2012
भỀἸἿೋἼὙ࿔Ꭲ᧺א
京都議定書第一約束期間（2008 〜 2012年）
での森林による炭素吸収量
ཧ⪃ᩥ⊩
参考文献
ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤᆅ⌫⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜ࢜ࣇࢫ㸦GIO㸧㸦2014㸧
国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス
（GIO）
（2014）
᪥ᮏᅜ ᐊຠᯝ࢞ࢫࣥ࣋ࣥࢺࣜሗ࿌᭩, ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ.
日本国温室効果ガスインベントリ報告書 , 独立行政法人国立環境研究所 .
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Q6

䠭䠒

世界の森林の二酸化炭素吸収量・排出量はどのように測るのですか？
ͪᄖἿೋἿΗց࿔Ꭲ᧺אậୋԅ᧺ὀἺἿὙἼ༟ἿἸἪἜƘ

᳃ᯘࡣᡂ㛗ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚㓟Ⅳ⣲㸦CO
2㸧ࢆ྾ࡋࠊᶞయࢆᙧసࡿࢭ࣮ࣝࣟࢫ࡞
2）
森林は成長の過程において二酸化炭素
（CO
を吸収し、樹体を形作るセルロー
Ⅳ⣲ࢆ✚ࡋ࡚㓟⣲ࢆẼ୰ᨺฟࡍࡿࡇࡽࠊ᳃ᯘࡢ CO2 ྾㔞࣭ฟ㔞ࡣࠊ
スなどに炭素を蓄積して酸素を大気中に放出することから、森林の
CO 2 吸収量・
排出量は、森林の炭素蓄積の変化としてとらえることができます。
᳃ᯘࡢⅣ⣲✚ࡢኚࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
地球規模での気候変動に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括
ᆅ⌫つᶍ࡛ࡢẼೃኚື㛵ࡋࠊ⛉Ꮫⓗࠊᢏ⾡ⓗࠊ♫⤒῭Ꮫⓗ࡞ぢᆅࡽໟᣓⓗ࡞ホ
的な評価を行うことを目的として設立された「気候変動に関する政府間パネル
౯ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠕẼೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦IPCC㸧
࡛ࠖࡣࠊ
（IPCC）
」
では、森林炭素変化量を推定する方法の 1 つとして異なる年における森
᳃ᯘⅣ⣲ኚ㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿ᪉ἲࡢ 1 ࡘࡋ࡚␗࡞ࡿᖺ࠾ࡅࡿ᳃ᯘⅣ⣲✚㔞ࢆ᥎ᐃࡋࠊ
林炭素蓄積量を推定し、その差により変化量を推定する蓄積変化法が提唱されて
ࡑࡢᕪࡼࡾኚ㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿ✚ኚἲࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
います。
衛星などのリモートセンシングによって森林タイプの区分ごとの面積を測定す
⾨ᫍ࡞ࡢ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࡼࡗ࡚᳃ᯘࢱࣉࡢ༊ศࡈࡢ㠃✚ࢆ ᐃࡍࡿ
るとともに、地上計測やそれに代わる代替手段により森林タイプごとの単位面積
ࡶࠊᆅୖィ ࡸࡑࢀ௦ࢃࡿ௦᭰ᡭẁࡼࡾ᳃ᯘࢱࣉࡈࡢ༢㠃✚ᙜࡓࡾࡢⅣ⣲
当たりの炭素蓄積量を推定します
（図）
。得られた面積と単位面積当たりの炭素蓄
✚㔞ࢆ᥎ᐃࡋࡲࡍ㸦ᅗ㸧ࠋᚓࡽࢀࡓ㠃✚༢㠃✚ᙜࡓࡾࡢⅣ⣲✚㔞ࢆࡅྜࢃࡏ࡚
積量を掛け合わせて森林全体の炭素蓄積量を求めます。そして、異なる年で求め
᳃ᯘయࡢⅣ⣲✚㔞ࢆồࡵࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ␗࡞ࡿᖺ࡛ồࡵࡓⅣ⣲✚㔞ࡢᕪࡽ᳃ᯘ
た炭素蓄積量の差から森林炭素変化量を推定します。地上計測の代替手段として、
Ⅳ⣲ኚ㔞ࢆ᥎ᐃࡋࡲࡍࠋᆅୖィ ࡢ௦᭰ᡭẁࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ᳃ᯘ⥲◊࡛ࡣࠊ⯟✵ᶵ࣮ࣞ
現在森林総研では、航空機レーザーやデジタル空中写真、高分解能衛星を利用し
ࢨ࣮ࡸࢹࢪࢱࣝ✵୰┿ࠊ㧗ศゎ⬟⾨ᫍࢆ⏝ࡋࡓ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࢹ࣮ࢱࡽࠊ㧗
たリモートセンシングデータから、高精度の森林炭素蓄積を推測する技術の開発
を進めています。
⢭ᗘࡢ᳃ᯘⅣ⣲✚ࢆ᥎ ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
（森林全体の炭素蓄積量と森林炭素変化量の求め方）
森林タイプ１の面積当たりの炭素蓄積量 × １の面積 ＝ 森林タイプ１の炭素蓄積量
森林タイプ２の面積当たりの炭素蓄積量 × ２の面積 ＝ 森林タイプ１の炭素蓄積量
・
・
・
＋ 森林タイプｎの面積当たりの炭素蓄積量 × ｎの面積 ＝ 森林タイプｎの炭素蓄積量
（合

計）

ある年の国レベルにおける森林全体の炭素蓄積量

森林炭素変化量 ＝ ある年の森林全体の炭素蓄積量 − それ以前の年の森林全体の炭素蓄積量

Ⅳ⣲✚㔞
(ᆅୖ㒊)
(ton/ha)

100௨ୖ
100
75
50
25
0
 ۈᕈክෛᾰ̵ὺ̵Ἱ᱔ԋឍᓞᜐదᄏѿὣᄄἕἰೋ࿔Ꭲᘘኟ᧺ἿୖࠪếὯᾷᾠὼὦἿЇỀ
図
航空機レーザーと高分解能衛星画像を用いた森林炭素蓄積量の推定（カンボジアの例）
高分解能衛星画像（左）で森林タイプ区分とその面積を求め、航空機レーザーによって求めた森林
高分解能衛星画像
（左）
で森林タイプ区分とその面積を求め、航空機レーザーによって求めた森林
タイプごとの単位面積当たりの炭素蓄積量を掛け合わせて、森林炭素蓄積量マップ（右）を作成した。
タイプごとの単位面積当たりの炭素蓄積量を掛け合わせて、森林炭素蓄積量マップ
（右）
を作成した。

参考文献
ཧ⪃ᩥ⊩

ᖹ⏣Ὀ㞞࣭㮚ᑿඖ࣭బ⸨ಖ࣭㫽ᒣ῟ᖹ
(2012)
REDD-plus
Cookbook㸬
㸦⊂㸧)᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ
(2012)
REDD-plus
Cookbook．
平田泰雅・鷹尾元・佐藤保・鳥山淳平
編⦅
（独）
森林総合研究所 REDD
REDD ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮,
152pp
, 152pp
研究開発センター
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Q7
䠭䠓 地球温暖化に対してどのような対策が取られているのですか？
۟Ⴓ༝ౙցἼࡠἨἷἺἿὙἻࡠጇἝגὝἷἕἿἸἪἜƘ
ᆅ⌫ ᬮࡼࡿ⚾ࡓࡕࡢ♫ࡸ⮬↛⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊᅜ㝿㐃ྜ࡛ࡣࠕᅜ㐃

地球温暖化による私たちの社会や自然環境への影響を防ぐため、国際連合では
Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙ࠖ
㸦␎⛠ UNFCCC㸧ࢆ᥇ᢥࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᬮᑐ⟇ࡘ࠸࡚⛉Ꮫ
「国連気候変動枠組条約」
（略称 UNFCCC）
を採択しました。また、温暖化対策に
ⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙ࡁ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊẼೃኚື㛵ࡍࡿᨻᗓ㛫ࣃࢿࣝ㸦␎⛠ IPCC㸧ࢆタ⨨ࡋ
ついて科学的な根拠に基づき検討するため、気候変動に関する政府間パネル
（略称
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊUNFCC ࡀୡ⏺ⓗ࡞ ᬮࡢᨻ⟇ࢆ㐍ࡵࠊIPCC ࡀࡑࡢ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ
IPCC）を設置しました。このように、UNFCC が世界的な温暖化の政策を進め、
ࡸ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍ࠸࠺ᙺ࡛ᑐ⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
IPCC
がその科学的根拠や方向性を示すという役割で対策が進められています。
地球温暖化対策は、
「緩和」
と
「適応」
の二つの対策に大きく分けられます。
「緩和」
ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡣࠊ
ࠕ⦆ࠖࠕ㐺ᛂࠖࡢࡘࡢᑐ⟇ࡁࡃศࡅࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠕ⦆ࠖ
は、地球温暖化の進行を抑制するため、地球温暖化の原因である温室効果ガスの
ࡣࠊᆅ⌫ ᬮࡢ㐍⾜ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊᆅ⌫ ᬮࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟࢆ
排出を削減したり、森林などの二酸化炭素
（CO 2）
の吸収源を拡大したりといった
ࠕி
๐ῶࡋࡓࡾࠊ᳃ᯘ࡞ࡢ㓟Ⅳ⣲㸦CO2㸧ࡢ྾※ࢆᣑࡋࡓࡾ࠸ࡗࡓάື࡛ࡍࠋ
活動です。
「京都議定書」
は、地球温暖化緩和のための国際的な約束で、先進各国
㒔㆟ᐃ᭩ࠖࡣࠊᆅ⌫ ᬮ⦆ࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞⣙᮰࡛ࠊඛ㐍ྛᅜ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶ
に温室効果ガス削減目標を課し、緩和活動の取り組みを促しています。また、発
┠ᶆࢆㄢࡋࠊ⦆άືࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆಁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ᳃ᯘࡢ㛤Ⓨࡸⅆ
展途上国の森林の開発や火災が地球温暖化の大きな原因の一つになっていること
⅏ࡀᆅ⌫ ᬮࡢࡁ࡞ཎᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀᅜ㝿ⓗ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
が国際的な注目を集めています。そのため、緩和策の
1 つとして
「途上国における
森林減少・劣化等に伴う排出の削減」
（略称 REDD プラス）が議論されています
ࡑࡢࡓࡵࠊ⦆⟇ࡢ 1 ࡘࡋ࡚ࠕ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿ᳃ᯘῶᑡ࣭ຎ➼క࠺ฟࡢ๐ῶࠖ
㸦␎
（Q8⛠参照）
。
REDD ࣉࣛࢫ㸧ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦Q7 ཧ↷㸧
ࠋ
一方、地球温暖化が社会へ強い影響を与えることを回避するために行う対策が
୍᪉ࠊᆅ⌫ ᬮࡀ♫ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ⾜࠺ᑐ⟇ࡀࠕ㐺ᛂࠖ
「適応」
策です。森林分野では温暖化がもたらす豪雨による山地災害や拡大する病
⟇࡛ࡍࠋ᳃ᯘศ㔝࡛ࡣ ᬮࡀࡶࡓࡽࡍ㞵ࡼࡿᒣᆅ⅏ᐖࡸᣑࡍࡿᐖࡢᑐ⟇ࠊ
虫害への対策、森林のモニタリングなどが進められています。また、生態系への
᳃ᯘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡞ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪㸦Q2
ཧ↷㸧ᑐࡋ
影響
（Q2
参照）
に対しては、保護区の見直しも進められています。地球温暖化に
よる影響やそれに対する適応策について、日本政府は平成
27 年度中に
「適応計画」
࡚ࡣࠊಖㆤ༊ࡢぢ┤ࡋࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ⌫ ᬮࡼࡿᙳ㡪ࡸࡑࢀᑐࡍࡿ㐺ᛂ
を策定する予定です。
⟇ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣᖹᡂ 27 ᖺᗘ୰ࠕ㐺ᛂィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ

ᦕጇἿổἵἹἨἷᾦᾏᾃᾮᾷὴὣᜊἴἷἕւ܌Ἷᾚᾎೋ
適応策の１つとしてモニタリングを行っている北限域のブナ林
ཧ⪃ᩥ⊩
参考文献

ෆ㛶ᗓ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬࣭㎰ᯘỈ⏘┬࣭ᅜᅵ㏻┬࣭Ẽ㇟ᗇ࣭⎔ቃ┬㸦2012㸧
ᬮ
内閣府・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・気象庁・環境省
（2012）
温暖化から日本
ࡽ᪥ᮏࢆᏲࡿ 㐺ᛂࡢᣮᡓ 2012
を守る 適応への挑戦 2012
㸦⎔ቃ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_tekiou/2012/㸧
（環境省ホームページ http://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_tekiou/2012/）
Nakao K., Higa M., Tsuyama I., Matsui T., Horikawa M. & Tanaka N. (2013) Spatial
Nakaoconservation
K., Higa M.,planning
Tsuyamaunder
I., Matsui
T.,change:
Horikawa
M. &
Tanaka
N. (2013) modeling
Spatial conservation
climate
Using
species
distribution
to assess
planning
under
climate change:
Using of
species
modeling
to assess
priority
for adaptive
management
Fagusdistribution
crenata in Japan.
Journal
for priority
Nature for adaptive
Conservation,
21, 406-413
crenata in Japan. Journal for Nature Conservation, 21, 406-413
management
of Fagus
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熱帯林を守る仕組みが作られていると聞きましたが、それは何ですか？
ဌकೋὣࠠξᎲὐἝϷὝἷἕἹᒢἨἰἝẩἮὝὀϱἸἪἜƘ

᳃ᯘࡢఆ᥇ࡼࡿῶᑡ࣭ຎࡼࡿ㓟Ⅳ⣲㸦CO2㸧ࡢฟࡣࠊ▼Ἔࠊ▼Ⅳ࡞ࡢ

森林の伐採による減少・劣化による二酸化炭素
（CO 2）
の排出は、石油、石炭な
▼⇞ᩱࡢ⇞↝ࡼࡿฟࡢ⣙ 1 ࡶ㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸦IPCC
2014ࠊᅗ 1㸧
ࠋࡑࢀࢆ㜵
どの化石燃料の燃焼による排出の約
1
割にも達しています
（IPCC
2014、図
1）
。
ࡄ⤌ࡳࡋ࡚᳃ᯘࡢⅣ⣲✚㔞ࢆṇ☜ᢕᥱࡋࠊ᳃ᯘࢆಖࡍࡿࡇࡼࡗ࡚Ⅳ⣲
それを防ぐ仕組みとして森林の炭素蓄積量を正確に把握し、森林を保全すること
✚㔞ࢆ⥔ᣢࠊቑ㐍ࡍࡿᵝࠎ࡞ດຊᑐࡋ୍ᐃࡢ⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆ࠼ࠊࡑࢀࡼࡗ࡚᳃ᯘ
によって炭素蓄積量を維持、増進する様々な努力に対し一定の経済的な価値を与
ࡢῶᑡ࣭ຎࢆ㜵ࡄάືࢆᨭࡍࡿ࠸࠺⤌ࡳసࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⤌ࡳ
え、それによって森林の減少・劣化を防ぐ活動を支援するという仕組み作りが進
ࢆࠕ᳃ᯘῶᑡ࣭ຎࡼࡿ
ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࡢ๐ῶࠖゝ࠸ࠊⱥㄒࡢ㢌ᩥᏐࢆྲྀࡗ࡚
められています。
この仕組みを
「森林減少・劣化による温室効果ガス排出量の削減」
と言い、英語の頭文字を取って
「REDD
（レッド）
」
と呼ばれています。さらに現在
ࠕREDD㸦ࣞࢵࢻ㸧
ࠖࡤࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ᳃ᯘῶᑡ࣭ຎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಖࡸ྾
では森林減少・劣化だけでなく、保全や吸収量の増加も加えて
「REDD プラス」
と
㔞ࡢቑຍࡶຍ࠼࡚ࠕREDD ࣉࣛࢫࠖࡤࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
呼ばれるようになっています。
ලయⓗࡣࠊ࠶ࡿᅜࡢ᳃ᯘࡽࡇࢀࡲ࡛ฟࡉࢀࡓ CO2 ࡢ㔞ࢆ᥎ィࡋࠊࡢࡲࡲࡢ
具体的には、ある国の森林からこれまでに排出された CO 2 の量を推計し、今の
ᨻ⟇ࢆࡾ⥆ࡅࡓሙྜࡢᑗ᮶ࡢฟ㔞ࢆ᥎ᐃࡋࠊࡇࢀࢆᇶ‽್
㸦ཧ↷ࣞ࣋ࣝ㸧
ࡋࡲࡍࠋ
ままの政策をとり続けた場合の将来の排出量を推定し、
これを基準値
（参照レベル）
とします。一方、森林保全活動を行ったことによって削減された実際の排出量を
୍᪉ࠊ᳃ᯘಖάືࢆ⾜ࡗࡓࡇࡼࡗ࡚๐ῶࡉࢀࡓᐇ㝿ࡢฟ㔞ࢆ⟬ᐃࡋࠊࡇࡢཧ↷
算定し、この参照レベルと実際の値との差分
（排出削減量）
に応じて資金や炭素ク
ࣞ࣋ࣝᐇ㝿ࡢ್ࡢᕪศ㸦ฟ๐ῶ㔞㸧ᛂࡌ࡚㈨㔠ࡸⅣ⣲ࢡࣞࢪࢵࢺ࡞ࢆࡍ
レジットなどを付与することにより、森林保全対策の促進につなげようとするも
ࡿࡇࡼࡾࠊ᳃ᯘಖᑐ⟇ࡢಁ㐍ࡘ࡞ࡆࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍ㸦ᅗ 2㸧
ࠋ
のです
（図 2）
。
᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ࡛ࡣ REDD ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࢆ❧ୖࡆࠊREDD ࣉࣛࢫࡢ࠸ࡕ᪩࠸㛤ጞ
森林総合研究所では REDD 研究開発センターを立上げ、REDD プラスのいち早
ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ᳃ᯘࡢⅣ⣲✚㔞ࢆィ ࡋ᥎ᐃࡍࡿᢏ⾡ࡸᡭἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡶࠊ
い開始を支援しています。これまで、森林の炭素蓄積量を計測し推定する技術や手
Cookbook）
を
法を開発するとともに、それらを解説した技術解説書
（REDD-plus ࣉࣛࢫᐇᑐ
ࡑࢀࡽࢆゎㄝࡋࡓᢏ⾡ゎㄝ᭩㸦REDD-plus Cookbook㸧ࢆฟ∧ࡋࠊREDD
出版し、REDD
プラス実施対象国をはじめ各国の関係機関、技術者などに提供して
㇟ᅜࢆࡣࡌࡵྛᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊᢏ⾡⪅࡞ᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
きました。
๐ῶດຊ䛜䛺䛔ሙྜ
䛾ணฟ㔞

 ฟ 㔞

ணฟ㔞

ཧ↷䝺䝧䝹

ฟ㔞
ᐇ㝿䛾ฟ㔞

ฟ๐ῶ㔞

๐ῶດຊ

ᖺ

図1 違法に伐採され破壊が進む熱帯林
 ۈ1 ᦉຢἼϚἦὝሇݏἝᥳὑဌकೋ

経済的の高い樹木を違法に伐採されることに
⤒῭ⓗࡢ㧗࠸ᶞᮌࢆ㐪ἲఆ᥇ࡉࢀࡿࡇ
よって排出されるCO2は、化石燃料の燃焼に
よる排出の約1割にも達している。
ࡼࡗ࡚ฟࡉࢀࡿ
CO2 ࡣࠊ▼⇞ᩱࡢ⇞↝
ࡼࡿฟࡢ⣙ 1 ࡶ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

図2 REDDプラスにおける排出量削減の考え方
 ۈ2 REDD ᾛᾭώἼἛἢୋԅ᧺ԧ༓ἿᒈἙ
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用

語

解

説

REDD：
「発展途上国における森林減少・劣化による温室効果ガス排出量
の削減」
を意味する略語です。Reducing Emissions From Deforestation
and Forest Degradation in Developing Countries の 頭 文 字 を 取 っ て
「REDD
（レッド）
」
と呼ばれています。
REDD プラス：REDD に、さらに森林保全、持続的森林管理と森林炭素蓄
積の増強といった活動もプラスしたものです。
IPCC：国連気候変動に関する政府間パネル（ I ntergovernmental Panel
on Climate Change）
の略称です。人為起源による気候変化に対し、科
学的、技術的、社会経済学的な包括的評価を行うことを目的として、国
連環境計画
（UNEP）
と世界気象機関
（WMO）
により 1988 年に設立され
た組織です。
UNFCCC：気 候 変 動 に 関 す る 国 際 連 合 枠 組 条 約（United Nations
Framework Convention on Climate Change）
の略称です。
森林の炭素吸収量：一般に、1 年間に 1 ヘクタールの森林が吸収する炭素
の重さで表され、1 年当たりの 炭素トン/ ha という単位が使われます。
二酸化炭素と炭素の分子量の比
（44/12=3.67）
を掛けることで二酸化炭
素量（CO2）に換算することができます。たとえば、1 年当たりで、2.0
炭素トン/ ha は 7.34 CO2 トン/ ha になります。
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